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小特集ノート：寄稿

日本自然保護協会の活動
～赤谷プロジェクトと四国のツキノワグマを事例に～

出島 誠一1

The Activity of the Nature Conservation Society of Japan:
Reports on the Akaya Project and the Asian Black Bear on

Shikoku Island

DEJIMA Seiichi1

キーワード：赤谷プロジェクト，生態系管理，地域づくり，四国のツキノワグマ

Keywords: Akaya project, ecosystem management, community development, the asian black bear
on Shikoku island

1. はじめに
日本自然保護協会の出島です．今日は，人が動物に抱く感情もテーマになっており，比較的，こ

れまで私が呼ばれてきた場とは違うので，勉強になると思ってお話を聞かせていただきました．
私からの話題提供として，群馬県みなかみ町で実施している赤谷プロジェクト1) という森林の生

態系管理プロジェクトをご紹介します．14 年間に渡り，今も現在進行形でやっていますけれども，
その取り組みから人と動物の「ほどよい距離感」についてお話をしたいと思っています．また，四
国でツキノワグマがいま絶滅の危機にあり，その問題を解決するためのプロジェクトも 2017 年度
から始めていますので，その取り組みについて紹介したいと思います．

我々，日本自然保護協会をご存じの方がどれぐらいいらっしゃるか分かりませんが，少しだけ自
己紹介をさせてください．我々の団体は，1949 年に群馬県の尾瀬という場所がダムに沈むという際
に，ナチュラリストの方や登山家，学者の方々が立ち上げた団体で，美しい自然，日本の将来に残
すべき自然というものを守ろうとした方々が我々の先人になります．

その後，いわゆる 1990 年代までは，基本的には，「この開発を止めなさい」「止めてくれ」とかいっ
た，特定の開発行為に対して反対することが主な活動でした．しかし 2000 年以降，いわゆる行政と
の協働といった言葉が出てきまして，様々な主体がコミットする形でのプロジェクトが始まりまし
た．それが，いまから紹介する群馬県みなかみ町の赤谷プロジェクトになります．

2. 赤谷プロジェクトとは
赤谷プロジェクトが実施されている場所は群馬県の北部，新潟との県境にあります（図⚑）．新潟
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にある苗場スキー場は，
東京の人には有名なス
キー場なのですが，この
地域は山を越えるとすぐ
に苗場スキー場があり，
利根川の最上流部になり
ます．この場所というの
は，基本的にすべて国有
林になります．⚑万ヘク
タール，東京の方には「山
手線の内側の 1.6 倍」と
言いますが，およそ 10
km×10 km 四方の距離
になります．このような

場所で，どういうことをやろうとしているかと言うと，このプロジェクトは目標を二つ挙げていま
す．まずは「生物多様性の復元や，森を豊かにする」ということ．そしてその活動を通して「持続
的な地域づくり，地域振興，森を上手に使おう」ということ．この二つを目的としてプロジェクト
を進めています．

加えて，我々のプロジェクトは手法も大事にしています．このプロジェクトの舞台は国有林，つ
まり国民の森であるため，「多様な主体で，みんなで森を管理する」，「科学的に活動する」という方
法をとっています．先ほど，池田透先生から「科学的な外来種対策も必要だ」というお話がありま
したが，やはり「自然資源管理に際していかに科学的な手法を取り込むか」というのは，我々がプ
ロジェクトを立ち上げた 2000 年当初から一つのテーマになっていましたので，そのような方法論
にもこだわっています．

3. 科学的な森の管理
3.1 多様な主体による生態系管理

具体的な枠組みとして，「多様な主体」を実現するため，図⚒の左側にある企画運営会議を構成す
る組織について説明します．まずは地元の方です．赤谷プロジェクト地域協議会という地元の有志
ですけれども，あくまでも有志であって役場などは入っていません．これも一つのポイントです．
そして我々，自然保護協会と，土地の管理者である林野庁関東森林管理局，この⚓者で企画運営会
議，調整会議という⚒種類の会議を行い，森づくりの方向性を意思決定しています．あと広く国民
の方に参加していただくためにサポーター制度も用意しています．

図⚒右側の自然環境モニタリング会議は，先程池田透先生のお話しにもあった通り，やはり自然
のことは分からないこともたくさんありますが，その中でもいま分かっている事実をしっかり科学
的に把握した上で意思決定をするために立ち上げられました．自然環境モニタリング会議は，専門
家の方々から科学的な知見を得ることを目的に，大学の先生を中心に構成され，さらに各ワーキン
ググループを作っています．これらの知見を基に，意思決定は地域協議会，林野庁，自然保護協会
の⚓者で行う枠組みになっています．
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図⚑ 赤谷プロジェクトの位置



3.2 猛禽類による生態系のモニタリング
我々の活動を整理すると，科学的な森の

管理という基盤の中で，生物多様性の復元
と持続的な地域づくりを行うというプロ
ジェクトです．具体的には図⚓に示す通
り，地域を示したグレーの部分がプロジェ
クトエリアなのですが，このエリアの中に
はイヌワシという猛禽が，エリアの上部を
囲むように，だいたい⚑つがい暮らしてい
ます．

あと大型の猛禽類ではありますが，イヌ
ワシよりはやや小さいクマタカが，エリア
の下部に示した各円の中に一つがいずつ生
息しています．概ね，この⚔つがいのクマ
タカと，⚑つがいのイヌワシが，この森林
の生態系の頂点です．我々は彼らの暮らし
ぶり，具体的には子育ての様子をモニタリングし，生物多様性が健全で，豊かな森がきちんと維持
されているかどうかの目安としています．

3.3 ニホンジカを低密度のまま維持
北海道はある意味，シカの害ということでは先進地ですけれども，いま各地でニホンジカが増加

して森林に悪影響を与えています．ただ，この群馬県みなかみ町については，まだ現在のところは
低密度な状況です．

赤谷の森の⚑万ヘクタール，51ヵ所にセンサーカメラをかけたところ，撮影された地点数ですと
か，撮影の頻度というのは右肩上がりで確実に増加をしていて，いま各地で困っているような生態
系への被害が，赤谷の森でも今後予想される状況にあります．

ですので，これに対しては，先ほどの池田透先生の話では日本の社会が苦手だと指摘されていた，
予防的対策ができないかと考えていまして，ニホンジカの生態数が低密度なまま維持する管理を始
めたところです．簡単に言えば，低密度の中で捕獲圧をかけ続ける手法を，今年度から開始してい
ます．
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図⚒ 多様な主体による生態系管理

図⚓ 赤谷の森のイヌワシとクマタカの分布



3.4 生物多様性復元への挑戦
「生物多様性の復元」とは具体的に何をやっているのかご説明します．日本では，拡大造林という，

人工林をあまりに増やしすぎた時期が長かったので，我々はその時に作りすぎた人工林を自然に戻
すということを，テーマの一つとして取り組んでいます．

あと治山ダムという，国有林の中の沢の中に，いわゆる防災機能を持ったダムを造るのですけれ
ども，このダムを改修，あるいは補修するときに中央部を撤去して，防災機能を維持しつつ上下流
の連続性を維持するということも行っています．

3.5 イヌワシの狩場を創出
イヌワシは赤谷プロジェクトエリアに生息はしているのですけれども，繁殖成績が悪い状況です．

そこで我々は，イヌワシの生息環境を保全するために，イヌワシがハンティングできるように人工
林を少し広めに伐採するという取り組みも行っています．人工林を伐ったあとは，先ほど話した通
り自然に戻していくというプロセスにしたいと思っています．いま，伐採して丸⚒年経った場所が
あるのですが，その場所の植生の回復状況が比較的良い状況です．これもニホンジカが多くないか
らこそです．また，この周辺にイヌワシが来る頻度が増え，ここで実際にイヌワシが狩りをすると
いうような行動も確認されています．そのお話は今日の本題ではないので飛ばしますが，そういっ
た取り組みもしています．
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図⚔ 赤谷の森全域 51 地点に設置した自動撮影カメラによる 5年間のニホンジカの撮影地点数と頻度

図⚕ 人工林を伐採してイヌワシがハンティングできる環境を作る



図⚖ 「赤谷の森」の木材を使ったカスタネットの復活

4. 持続的な地域づくり
次に，我々が「持続的な

地域づくり」という観点か
ら，具体的に何をやってい
るかについてご説明しま
す．皆さん学校で赤と青の
カスタネットを使われたと
思うのですが，赤谷プロ
ジェクトの地元の群馬県み
なかみ町には，カスタネッ
トを作る工場があります．
森林に囲まれた場所にある
工場ですけれども，近年は
北米のブナ材を使ってカスタネットづくりをされていたそうです．そこで持続的に管理された赤谷
の森から生まれる木材でカスタネットを作ってもらい，少し付加価値をつけ販売し，地元の産業に
利用してもらうといったことも行っています．

また，この地域は温泉街が山のふもとにありますので，そこの観光振興のためにハイキングマッ
プを作ったりということもやっております．他には地元の教育活動です．一緒にイヌワシを見た子
どもたちが，学習発表会で発表を行ったりと，こういうものも地域づくりの一つであると考えてい
ます．

ユネスコの Biosphere Reserve2) をご存じではない方も多いかもしれませんが，ユネスコが指定
する人と自然が共生する地域として認定する制度があり，2017 年⚖月にみなかみ町は，ユネスコエ
コパークに登録されました．このようにみなかみ町では，町として赤谷プロジェクトを上手に地域
づくりに活用しており，一つのモデルケースでもあるといえます．

5. 赤谷プロジェクトから考える「人と動物の距離感」
赤谷プロジェクトで様々な生態系管理の取り組みをする中で，人と動物との「距離感」を感じる

ことがあります．一つは，これは具体的な距離感ではないのですが，我々の組織名が「日本自然保
護協会」のせいか，プロジェクト発足当時は，山もしくは周辺で地元の方々に会った際，地元の方々
に「人よりも動物のほうが大切なんでしょ」と聞かれることがよくありました．我々が地元の方々
にあまり信頼されていないと感じました．ただ，いまは具体的な地域づくりなどを通して，あくま
でも人を中心に，人がいかに持続的に自然を利用しながら暮らしていくか考えるために自然が大事
なんだ，ということをコミュニケーションを通して地域の皆さんにご理解いただけるようになって
きています．

先ほどニホンジカの事例を紹介しましたけれども，この事例はいわゆる鳥獣被害，農業被害と言っ
ても良いと思います．しかし，赤谷では「農業被害と生態系管理というのは，別なのだ」というこ
とを地域の方々には理解をしていただけるようにはなってきたと思っています．例えば，地元の
方々と地域で会うと，「イノシシ，何とかしてくれ．お前らが管理している森から，いっぱい出てく
るじゃねぇか」ということをよく言われます．我々は鳥獣に関しては基本的には，「県や町が動物を
管理をするためのツールを提供している」，「電柵を張るなどの方法がある」といった情報提供を積
極的にしてきました．しかし我々がイノシシやサルを捕獲するという活動は具体的には行ってきま
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せんでした．
一方で，まだ低密度だから地元の人がまったく被害を挙げてこないニホンジカについて，我々は

積極的に「いまニホンジカを捕ることが必要です」と言って，捕獲する活動をしています．そのよ
うな活動は，地元の方々には，よく分からないというふうに最初は見られていました．しかし最近，
この活動も丁寧な説明を通して，地域の方々に理解がされつつあると思っています．特に，一昨年
から昨年にかけて，みなかみ町のみなさんと一緒に町全体を Biosphere Reserve に登録するという
作業を通して，我々の活動への理解は一気に進んだと感じました．

6. 絶滅が危惧されるクマにどのようにして関心をもってもらうか
6.1 四国のツキノワグマの状況

次の事例は，四国のツキノワグマです．いま実は，四国のツキノワグマは 10 数頭から 20 頭しか
いないのではないか，また，その状態が 20 年ぐらい続いているのではないかと言われています．そ
のような危機的な状況がありますので，日本クマネットワークという，クマの専門家を中心とした
団体と，地元の四国自然史科学研究センターとで共同のプロジェクトを立ち上げています3)．生態
数が 10 数頭ですので，ほとんど四国でツキノワグマを見たという方はいらっしゃらないんです．
そういう中で，我々はツキノワグマの数が少ないから増やしていこうということをやろうとしてい
ます．

一方，我々がプロジェクトを立ち上げる前の年の 2016 年に，秋田県で人がツキノワグマに食べら
れてしまうという事件が，ワイドショーを中心に大きくニュースで取り上げられました．見たこと
もないツキノワグマ，ましてやメディアでしか情報が得られない，知る機会もなく関心も低いとい
う状況で，「強くて，怖い」というイメージだけが押し付けられていました．そういう状況なので，
我々のプロジェクトでは普及啓発が必要になると考え，ツキノワグマに関するアンケート調査を早
い段階で実施しました．

6.2 四国のツキノワグマに対する地域住民の認識
2018 年の⚑月に実施したインターネット調査の結果を少しご紹介します．そもそも，「四国にツ

キノワグマがいるのを知っている」と回答されたのは半分ぐらいでした．その中で「絶滅の危機に
あるのは知っている」というのは 65％ぐらい．全体としては 34％ぐらいの方が，ツキノワグマが絶
滅の危機にあるということを認識していました．我々は大型の哺乳動物で絶滅の危機にあるという
のはかなり深刻な状況にも関わらず，かなり認知度が低いという現状だと考えています．「ツキノ
ワグマに対して怖いイメージがありますか」という質問に対しては，83％もの方が「怖い」と答え
ています．では，「怖いイメージは，どうしてですか．そういう思いをしたことがありますか」と問
うと，当然ながらそのような経験は無いわけです．怖いというイメージが生まれたきっかけは，「イ
ンターネットやテレビ」「雑誌」，あと，「何となく」というような答えが大半です．

実際のところ，本当にツキノワグマのことをきちんと理解をして恐れている，怖いと思っていらっ
しゃるのかというのを確認したかったので，ツキノワグマの体重について聞きました．ツキノワグ
マというのは大体 50 kg から，大きいものでも 100 kg を超えないというふうに言われていますが，
ツキノワグマの実際の体重に関して正解したのは⚒割ちょっとでした．ほとんどの方が「150 kg 以
上」，ヒグマぐらいの体重を想定されており，ツキノワグマは自分たちの倍ぐらいの大きさがある生
き物だというふうに思っていました．つまり多くの方々がツキノワグマを正しく認識できていない
という状況でした．もしかすると東京の方に聞いても意外とこのような回答かもしれませんが，と
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りあえず四国の方に聞いてそういう結果でした．
また「ツキノワグマは，何を食べていると思いますか」という質問には，雑食性の中でも植物食

性が強いという正解を選ばれた方は大体⚓割ぐらいで，半分ぐらいの方は「肉食性が強い」と認識
されており，やはり，あまり正しく理解されていないということが分かりました．

多くの方がツキノワグマが怖いということですが，「では，どれぐらいの距離に離れた場所であれ
ば，四国の中でツキノワグマが暮らしていても良いですか」という質問に対しては，ほとんどの方
が「100 km 以上離れていないと嫌だ」と回答されました．どこに生息しても安心できないみたいな
人もいるのですけれども，100 km というと，四国は南北で大体 100 km ぐらいですから，これでは
四国の中のどこにいてもダメだというのとほとんど等しいのです．このことからも多くの方がツキ
ノワグマのことをまだリアリティを持ってイメージできていないことがよく分かります．

6.3 四国のツキノワグマを守りたいと思うか
一方で，「四国にツキノワグマがいることを，どう思いますか」という質問に対しては，「好感が

持てる（30.6％）」「嫌悪感（17.2％）」「何も思わない（52.2％）」と回答されています．また，「四国
にツキノワグマがいることは，あなたにとってどのような価値がありますか」というような部分を
聞くと，基本的には「何も思わない」「無関係」「私とは関係ない」という方が半数以上を占めると
いうような状況でした．

しかし「四国に生息するツキノワグマは絶滅の危機にあります．絶滅することについて，どう思
いますか」という問いに対しては，「絶滅しても良い」という方は，やはり少なくて，四国で生息し
続けて欲しいなというふうに半分ぐらいの方が答えています．

実は，「四国はツキノワグマが生息する，世界で最も小さな島」ということが，今回，専門家の方々
と話す中で出てきました．そこで，現在我々のプロジェクトはそのキーワードと共に活動を売り出
して行こうと話しています（図⚗）．我々がこのプロジェクトで「SAVETHE ILAND BEAR」と書
いた標語を使っていこうと思っていることについて，アンケートで「どう思いますか」と問うと，
これも半分ぐらいの方が好感を持って，「大事なことなのではないか」と答えています．

これまでの話を少し整理させていただくと，「四国のツキノワグマについて，正しい知識は無い．
そして怖い．無関心です．でも，絶滅は回避したい」というのがアンケート結果から分かった四国
の方々の意識でした．これって，少し矛盾しているなというふうに思います．一つひとつの質問に
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図⚗ 四国ツキノワグマ保護プログラムの標語



対する答えというのは，「当然だろう」と感じますが，並べてみると，少し矛盾しているのではない
でしょうか．ほとんどの四国の方々は，ツキノワグマを見ることもないですし，ニュースで聞くこ
とも，日々の暮らしの中で意識することもありません．暮らしの中で「遠くにいる」という状態だ
と思うのです．そのことによる無知だとか，必要以上の不要な恐れ，無関心ということがこの回答
結果の裏にはあると思います．

例えば，みなかみ町で山の仕事をしている人は結構，ごつかったり，いかつかったりする人が多
いのですが，そういう人たちとクマのことを話すと，「クマなんて出会えば逃げていく」というよう
な感覚が我々と共有されています．しかし，四国で山仕事をしている人たちに「ツキノワグマの調
査をしています」という話をすると，「お前，そんなことをしていて怖くないのか」と本気でおっしゃ
られます．僕が見ていると「クマ以上にあなたのほうが怖いです」というような人からも，そうい
う言葉が出てくるぐらいなので，皆さんクマを恐れて，怖がっていらっしゃいます．そのような経
験もあって，このアンケート調査をしたのですけれど，それぐらい，「知らないってすごいな」とい
うふうに思います．距離が遠くなるということは，そういう誤解が起きうるということですね．

一方で，絶滅は回避したいと回答されている方が多い．二択で「絶滅しても良いですか」「しない
ほうが良いですか」と質問したら，少なくとも皆さんやはり，日本人の倫理的な部分とかもあって

「回避したい」と多くの方が答えます．これは，そういう日本人らしさなのか，いわゆる環境教育み
たいな倫理のようなものが効いているのか，ちょっと分かりませんが，四国の方々もそう考えられ
ています．我々はこのような状況の中で，地域の方が「未来にツキノワグマがいる四国を残そう」
と思ってもらえるような選択をしてもらうために，まずは正しい知識について普及啓発をしていこ
うと考えていますし，そういう取り組みが必要だと思っています．ツキノワグマについては LINE
スタンプ「SAVETHE ISLAND BEAR」も作っていますので，良かったら使ってみてください．ご
清聴ありがとうございました．

注
1) 赤谷プロジェクト．群馬県みなかみ町北部，新潟県との県境に広がる，約⚑万ヘクタール（10 km 四方）

の国有林「赤谷の森」を対象に，地域住民で組織する「赤谷プロジェクト地域協議会」，林野庁関東森林
管理局，日本自然保護協会の⚓つの中核団体が協働して，生物多様性の復元と持続的な地域づくりを進
める取り組み．

2) ユネスコエコパーク，Biosphere Reserves（生物圏保存地域）．1976 年にユネスコが開始．世界自然遺
産が，顕著な普遍的価値を有する自然地域を保護・保全するのが目的であるのに対し，ユネスコエコパー
クは，保護・保全だけでなく自然と人間社会の共生に重点が置かれている．

3) 四国ツキノワグマ保護プロジェクト．国際自然保護連合のレッドリストでは，絶滅の危険が増大して
いる「危急種（絶滅危惧Ⅱ類）」として，保護の対象となっている．日本自然保護協会は，日本クマネッ
トワーク（JBN），四国自然史科学研究センターと連携して生息状況の把握，四国でのツキノワグマと人
とのかかわりや意識の把握，長期的な生息環境の保全，普及・啓発を進めている．
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